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A LA CARTE DRINK



Papado
パパド

ひよこ豆で作ったスパイス入りのパリパリとしたインドのスナック。

(3pcs)¥250

Samosa
サモサ

ポテト、カシューナッツ、レーズンなどを生地で包んで揚げた料理。熱々のパリッとした食感にア
ロマズ特製ミントソースを付けて。

(1pc)¥250 (3pcs)¥700

Veg pakora
野菜のパコラ

野菜にスパイスを付けた衣で揚げた日本の天ぷらの原型とも言われている料理。アロマズ特製ミン
トソースを付けて。

(8pcs)¥850

Cheese pakora
チーズパコラ

インドのカッテージチーズ、パニールにスパイスを付けた衣で揚げました。アロマズ特製ミントソー
スを付けて。

(5pcs)¥1050

Masala cashew
マサラカシューナッツ

カシューナッツにスパイスをふりかけてカラッと揚げました。

¥500

Spicy potato
スパイシーポテト

当店のブレンドスパイスで味付けしたフライドポテトです。アロマズ特製のソースを付けて。
（辛さ控えめもできます）

¥600

Amritsari fish
アムリサリフィッシュ

シェフオリジナルの特製ガラムマサラをまぶして揚げたスパイシーな魚料理。

(3pcs)¥850 (6pcs)¥1500

Appetizer & Tandoori

snack

タンドールとはインド伝統のツボ状の窯。５００℃近い高温のその窯の中で調理したものがタンドール料理と呼ばれています。



Chicken 65
チキン６５

南インドの超有名メニュー。スパイス、レッドチリ、フレッシュカリパッタ、ヨーグルト、卵、カ
メリヤ粉、ジンジャーガーリックペーストでチキンのモモ肉をソテーしました。インドビールと最
高に合うとても辛い料理です。

S¥1000 L¥1700

Tandoori chicken
タンドールチキン

当店特製ソースに漬け込んでタンドール窯で焼き上げた骨付き鳥モモ肉です。骨付きならではのお
肉の旨味をお楽しみ頂けます。

(1pc)¥500 (3pcs)¥1450

Chicken tikka
チキンティッカ

チキンの胸肉を当店特製ソースに漬け込んでタンドール窯で焼きました。

(2pcs)¥800 (4pcs)¥1450

Hariyari chicken
ハリヤリチキン

当店特製ミントソース、ほうれん草のピューレやスパイスをまぶして漬け込んだチキンの胸肉を高
温のタンドール窯で焼きました。グリーン色の骨なしチキンです。

(2pcs)¥900 (4pcs)¥1550

Murg malai tikka
ムルグマライティッカ

フレッシュクリームとチーズに漬けたチキンの胸肉をタンドール窯で焼きました。チーズをまとっ
て優しくマイルドな味わいです。

(2pcs)¥900 (4pcs)¥1550

Indian flag tikka
インディアンフラッグティッカ ¥2200

Tandoori

チキンティッカ、ハリヤリチキン、ムルグマライティッカ各 2 個
Two chicken tikka, two hariyari chicken, two murg malai tikka

彩り鮮やかチキン料理３種のセット。



Dudhiya kebab
ドゥディヤカバブ

インドのカッテージチーズ、ポテト、トマトピューレ、カシューナッツ、レーズン、フレッシュミント、
グリーンチリ、コリアンダーをミックスしてソテーしました。

(2pc)¥1100 (4pcs)¥2000

Spicy tandoori wing
スパイシータンドリー手羽先

手羽先を自家製ヨーグルト、ガラムマサラ、ガーリックペースト、レモンジュース、チリパウダー
のソースに漬け込んでタンドール窯で焼きました。

(2pc)¥600 (4pcs)¥1000

Seekh kebab
シークカバブ

タンドール窯で焼いた串焼きミンチ（チキンとマトンの合挽き肉）です。表面はカリッとしていな
がら、ひき肉ならではの柔らかくジューシーな味わいも人気。

(1pc)¥500 (3pcs)¥1450

Tandoori prawn
タンドール海老

タンドール窯で焼いた海老。

(1pc)¥500 (3pcs)¥1450

Fish tikka
フィッシュティッカ

タンドール窯で焼いたメカジキ。

(2pc)¥850 (4pcs)¥1400

Appetizer & Tandoori

Galouti kebab
ガロウティカバブ

ひよこ豆、フライドオニオン、ベーサン粉、フレッシュチリ、コリアンダー、フレッシュミントをミッ
クスしてタンドール窯で焼きました。

(2pcs)¥1100 (4pcs)2000

Pahadi kebab
パハディカバブ

ミント、ほうれん草、ヨーグルト、ジンジャーガーリックペースト、グリーンチリペースト、ガラ
ムマサラに漬け込んだチキン手羽先です。

(2pcs)¥650 (4pcs)1250



Green cheese shaslik
グリーンチーズシャスリック

当店特製ミントソース、ほうれん草のピューレやスパイスをまぶして漬け込んだインドのカッテー
ジチーズと野菜をタンドール窯で焼いた串焼きです。

(2pcs)¥1000 (4pcs)¥1750

Cheese shaslik
チーズシャスリック

タンドール窯で焼いたヘルシーなインドのカッテージチーズ、パニールと野菜の串焼きです。

(2pcs)¥900 (4pcs)¥1500

Lamb chop
ラムチョップ

タンドール窯で焼いた子羊の骨付きロース肉。トマトピューレ、パパイヤ、ラム酒などと、ガラム
マサラ、カスリメティ、ナツメグ、イッツーのソースで香ばしく柔らかく焼き上げました。ミント
とヨーグルトのソースで頂きます。

(2pc)¥1000 (4pcs)¥1800

タンドリーチキン２つ

シークケバブ２つ

ムルグマライティッカ２つ

フィッシュティッカ 2 つ

Two tandoori chickens

Two seekh kebabs

Two murg malai tikkas

Two fish tikkas

タンドール
ミックスセットS
Tandoori mix set S

¥3200
タンドール
ミックスセット L
Tandoori mix set L

¥6000

タンドリーチキン 4 つ

シークケバブ 4 つ

ムルグマライティッカ 4 つ

フィッシュティッカ 4 つ

Four tandoori chickens

Four seekh kebabs

Four murg malai tikkas

Four fish tikkas



Appetizer & tandoori

soup

fried

Clam chowder
クラムチャウダー ¥500

Minestrone
ミネストローネ ¥500

Chili chicken
チリチキン

野菜とチキンをクミン、カロンジ、カイエンヌペッパーなどのスパイスで炒めた料理です。
（辛さ控えめもできます）

M ¥850 L¥1350

Chili mutton
チリマトン

野菜とマトンをクミン、カロンジ、カイエンヌペッパーなどのスパイスで炒めた料理です。
（辛さ控えめもできます）

M ¥950 L¥1450

Spicy seafood
スパイシーシーフード

野菜とシーフードをカイエンヌペッパーやガラムマサラなどで炒めた料理です。
（辛さ控えめもできます）

M ¥950 L¥1450

Spicy seekh kebab
スパイシーシークカバブ

野菜とシークカバブをカイエンヌペッパーやガラムマサラなどで炒めた料理です。
（辛さ控えめもできます）

M ¥950 L¥1450



salad

Vegetable raita
ベジタブルライタ

野菜入りの手作りヨーグルト。シェフオリジナルのガラムマサラで味を付けました。カレーなどと
一緒に頂きます。

¥500

Indian salad
インディアンサラダ

シェフオリジナルのスパイシーな野菜サラダです。
（辛さ控えめもできます）

¥700

Green salad
グリーンサラダ

シェフオリジナルのドレッシングをかけた新鮮な野菜サラダです。

¥700

Cheese salad
チーズサラダ

シェフオリジナルのスパイシーな野菜とインドカッテージチーズのサラダです。
（辛さ控えめもできます）

¥800

Beans salad
ビーンズサラダ

シェフオリジナルのスパイシーな野菜とインドの豆のサラダです。
（辛さ控えめもできます）

¥850



Rogan Josh

Mutton Curry

Rogan josh
ローガンジョシュ

４時間以上煮込んだとろとろの濃厚なカレーソースで頂く骨付きマトンカレー。カシミール地方のメニューです。フレッシュジン
ジャー、ジンジャーパウダー、フライドオニオン、フェンネル、ブラックカルダモン、ベイリーフ、クローブ、シナモンスティック、
マスタードオイル、フレッシュトマト、メース、カシミリレッドチリパウダーのカレーソースです。比較的辛くなく、身体を温める
濃厚なカレーです。ローガンとは油を、ジョシュは熱いを意味します。宮廷料理のひとつです。

¥1500

Mutton Achari
マトンアチャリ

オニオン、トマトベースのカレーソースにドライマンゴーパ
ウダー、フェンネル、シナモンスティック、マスタード、グリー
ンチリ、タマリンド、ミントなどでじっくり煮込みました。
マトンの骨の旨味とタマリンドの酸味が軽く効いた濃厚な骨
付マトンカレーです。

¥1500

Mutton vindaloo
マトンビンダルー

ゴアの名物料理。マトンとポテトのカレーです。ココナッツ
リキュール、レモンジュース、グリーンチリ、ブラックペッ
パー、チリパウダー、フレッシュオニオン、フレッシュトマ
トのベースのカレーソースで頂きます。

¥1500

A
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OUR SIGNATURE CURRIES

Daisuke Yanagi




Mutton
マトン

オニオン、カシューナッツ、トマトベースのジューシーなマトンのカレーです。

¥1250

Sag mutton
サグマトン

ブラウンオニオンとボイルしたほうれん草のベースとスパイスが見事に調和したカレーソースで頂
くジューシーなマトンのカレーです。

¥1350

Mutton do pyaja
マトンドピアジャ

オニオン、カシューナッツベースのカレーソースで頂くジューシーなマトンと野菜のカレーです。

¥1300

Keema kaleji
キーマカレジ

カレジとはヒンディー語でレバーの事。マトンのひき肉とマトンレバーのカレーです。カレーソー
スはフレッシュトマト、フレッシュオニオン、ジンジャー、ガーリックベースに香りがグレードアッ
プした最高級のクミン（シャヒジラ）と36種類をミックスしたスペシャルガラムマサラを加え長時間
じっくり煮込んだカレーです。

¥1500

Rara gosht
ララゴースト

マトンとマトンのひき肉のカレーです。ララとはドライキーマを長時間ソテーしたという意味。ゴー
ストはマトンのこと。フレッシュオニオン、フライドオニオン、フレッシュトマト、ヨーグルト、
ブラックカルダモン、最高級のクミン（シャヒジラ）、カシューナッツのカレーベースで頂きます。

¥1500

Mutton keema
マトンキーマ

マトンのひき肉のカレー。フレッシュオニオン、フライドオニオン、フレッシュトマト、ヨーグルト、
ブラックカルダモン、最高級のクミン（シャヒジラ）のカレーベースで頂きます。

¥1300

Mutton butter masala
マトンバターマサラ

トマトベースのカレーソースで頂くマトンのカレーです。じっくり煮込まれたマトンは柔らかく旨
味がありジューシーです。

¥1400



Mutton Curry

Mutton mirchi
マトンミルチ

レッドチリペースト、グリーンチリペースト、ブラックペッパーペースト、ブラウンオニオン、ト
マトペーストベースのカレーソースで頂く超辛い柔らかジューシーなマトンカレーです。

¥1450

Nawabi gosht
ナワビゴースト

オニオン、トマトベースにマトンのグレービーソースを加えたカレーソースにマトンの旨味を包み
込んだ鳥ひき肉とシークカバブ、野菜が入りました。

¥1400



Chicken Curry

Chicken butter masala

チキンバターマサラ

トマトベースの鶏モモのカレー。クリーミーで甘みもある非
常に人気のカレーです。

¥1400

Black chicken

ブラックチキン

日本でもなじみのある烏骨鶏の一種で、その中でも希少価値の色が黒いチキンを使った絶品料理。中国では霊長とも呼ばれ不老不死
と呼ばれてきた歴史もあり、インドでは全ての病気に効果があると考えられて大いに食されています。ガラムマサラ、マスタードオ
イル、ジンジャー、ガーリック、フライドオニオン、トマトピューレ、ホールスパイスのカレーソースで頂きます。
※1 日 5 名様限定

¥2000

Chicken mirchi

チキンミルチ

辛いカレー好きのお客様のために考えたシェフオリジナルの
チキンカレー。赤・青唐辛子と黒コショウのカレーソースで
頂きます。

¥1400

Black chicken
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Chicken
チキン

オニオン、カシューナッツベースの本格的鳥モモ肉のカレーです。

¥1100

Keema
キーマ

オニオン、カシューナッツベースの鳥ひき肉のカレーです。

¥1100

Keema and eggplant
キーマとなす

鳥ひき肉と相性のいいトロトロに柔らかいナスのカレーです。

¥1250

Sag chicken
サグチキン

ブラウンオニオンとボイルしたほうれん草のベースとスパイスが見事に調和したカレーソースで頂
く鳥モモ肉のカレーです。

¥1350

Chicken maurya
チキンマウリヤ

アミットシェフオリジナルメニュー。

¥1400

Chicken do pyaja
チキンドピアジャ

オニオン、カシューナッツベースのカレーソースで頂く鳥モモ肉と野菜のカレーです。

¥1250

Chicken korma
チキンコルマ

オニオン、３種（カシューナッツ、アーモンド、ウオーターメロンソード）のナッツペースト、生クリー
ム、バターのカレーベースで鳥モモ肉を頂きます。シェフの出身、マウリヤシェラトンホテルのレ
シピ。滑らかな口当たりの白いカレーです。

¥1400



Chicken Curry

Chicken kashmiri
チキンカシミール

鶏ひき肉、卵のみじん切り、カシューナッツ、レーズン、生クリームの入ったマイルドなカレーです。

¥1400

Coming soon
????

近日追加予定

¥0



Fish dampukht

Fish Curry

Fish dampukht
フィッシュダムプク

タンドール窯で焼いたメカジキのカレー。ココナッツペースト、ココナッ
ツパウダー、カシューナッツ、ホワイトオニオンベースの滑らかな味わい
の海老のカレーです。

¥1300

Prawn dampukht
プラウンダムプク

ココナッツペースト、ココナッツパウダー、カシューナッツ、ホワイトオ
ニオンベースの滑らかな味わいの海老のカレーです。

¥1300

OUR SIGNATURE CURRIES



Prawn

Prawn do pyaza
プラウンドピアジャ

オニオン、カシューナッツベースの海老と野菜のカレーです。

¥1350

Sag prawn
サグプラウン

ブラウンオニオンとボイルしたほうれん草のベースとスパイスが見事に調和したカレーソースで頂
く海老のカレーです。

¥1350

Prawn butter masala
プラウンバターマサラ

トマトベースのカレーソースで頂く海老のカレーです。

¥1400



Paneer lavang latika
パニールラバンラティカ

ジャイプールのマイルドなカレー。パニールをロール状にしクローブ、ド
ライフルーツ、ミント、コリアンダーを入れました。フレッシュトマト、
カシューナッツ、アーモンド、ブラウンオニオンベースのカレーソースです。

¥1400

Dal bukhara
ダールブハラ

トマトピューレ、ジンジャー、ガーリックペースト、フレッシュクリームベー
スで豆を長時間ゆっくりボイルしました。濃厚で味わい深いカレーです。

¥1400

cheese & other curries

Paneer lavang latika

OUR SIGNATURE CURRIES



Sag paneer
サグパニール

ブラウンオニオンとボイルしたほうれん草のベースとスパイスが見事に調和したカレーソースで頂
くインドカッテージチーズのカレーです。

¥1300

Paneer do pyaja
パニールドピアジャ

オニオン、カシューナッツベースのカレーソースで頂くインドカッテージチーズと野菜のカレーで
す。

¥1300

Paneer butter masala
パニールバターマサラ

トマトベースのカレーソースで頂くインドカッテージチーズのカレーです。

¥1400

Dal
ダール

オニオン、トマトベースで頂くダール豆のカレーです。

¥1000

Chana masala
チャナマサラ

ひよこ豆のカレーです。

¥1150

cheese

beans



cheese & other curries

Egg
エッグ

ゆで卵のカレーです。

¥1200

Egg butter masala
エッグバターマサラ

トマトベースのカレーソースで頂くゆで卵のカレーです。

¥1300

Vegetable
ベジタブル

オニオン、カシューナッツベースのカレーソースで頂く野菜のカレーです。

¥1150

Aloo gobi
アルゴビ

ジャガイモとカリフラワーのドライタイプのカレーです。

¥1250

Motia palak
モティヤパラク

ほうれん草ベースのカレーソースにコーンが入ったカレーです。コーンの甘みとほうれん草ベース
が絶妙にマッチした新しい食感がお楽しみ頂けます。インドデリーマウリヤシェラトンホテルの定
番メニューです。

¥1250

egg

vegetable



Pork
ポーク

オニオン、カシューナッツ、トマトベースのジューシーなポークのカレーです。ポークの旨味とス
パイスの効いたカレーソースがお互いの美味しさを最高に引き立てます。

¥1250

Pork butter masala
ポークバターマサラ

トマトベースのカレーソースで頂くジューシーなポークのカレーです。

¥1400

Pork do pyaja
ポークドピアジャ

オニオン、カシューナッツベースのカレーソースで頂くジューシーなポークと野菜のカレーです。

¥1300

Sag pork
サグポーク

ブラウンオニオンとボイルしたほうれん草のベースとスパイスが見事に調和したカレーソースで頂
くポークのカレーです。

¥1350

Vegetable korma
野菜のコルマ

オニオン、３種（カシューナッツ、アーモンド、ウオーターメロンソード）のナッツペースト、生クリー
ム、バターのカレーベースで野菜を頂きます。滑らかな口当たりの白いカレーです。

¥1300

pork



bread & rice

Naan

ナン

タンドール窯で焼いたインドのパン。

¥300

Garlic naan

ガーリックナン

食欲をそそるガーリックがとても香ばしい外側はパリッと中はふわっとした人気のナン。

¥600

Sesame naan

ゴマナン

ゴマのとても良い香り漂うナン。

¥600

Cheese naan

チーズナン

とろけるチーズとスパイスのナン。

¥700

Indian cheese naan

インドのカッテージチーズナン

インドのカッテージチーズ、パニールとスパイスのナン。

¥750

Kashmiri naan

カシミリナン

ココナッツ、レーズン、フルーツの入った甘いナン。スパイスのフェンネルが効いてます。

¥750

Keema naan

キーマナン

スパイスの効いた鶏ひき肉と玉ねぎのナン。

¥750

Bhathura

バトゥラ

帽子のように大きく膨らみます。油で揚げたナン。

¥600

Naan



Chapati
チャパティ

薄いインドのパン。生地を発酵させずに円形の延ばして焼いたもの。

¥450

Garlic chapati
ガーリックチャパティ

ガーリックの香ばしいチャパティ。

¥650

Poteto paratha
ポテトのパロータ

チャパティにポテトやスパイスを挟んで焼き上げたパン。

¥650

Cauliflower paratha
カリフラワーのパロータ

チャパティにカリフラワーやスパイスを挟んで焼き上げたパン。

¥650

Paneer paratha
パニールのパロータ

チャパティにインドのカッテージチーズやスパイスを挟んで焼き上げたパン。

¥700

Poori
プーリ

チャパティの生地を油で揚げたパン。

¥500

atta bread



bread & rice

Saffron rice
サフランライス

サフランとは花を原料とし乾燥させたもの。高級なスパイスの一種とされています。黄色い色味と
風味が特徴的なライスです。

(M)¥300 (L)¥400

Basmati rice
バスマティライス

名称は、「香りの女王」というヒンディー語に由来。香り米の最高峰とも言われてます。

(M)¥400 (L)¥500

Jeera rice (basmati used)
ジーラライス

クミンで炒めた香り豊かなライス。バスマティライスを使用してます。

¥650

Garlic rice (basmati used)
ガーリックライス

ガーリックの香ばしい香りが特徴のライス。バスマティライスを使用してます。

¥650

Egg fried rice (basmati used)
エッグフライドライス

スクランブルエッグとスパイスで炒めたライス。バスマティライスを使用してます。

¥650

Kashmiri pulao (basmati used)
カシミリピラオ

スパイスがとても良く香る野菜入りライス炒め。バスマティライスを使用してます。

¥700

Chicken pulao (basmati used)
チキンピラオ

スパイスがとても良く香るタンドール窯で焼いたチキン入りライス炒め。バスマティライスを使用
してます。

¥750

Mutton pulao (basmati used)
マトンピラオ

スパイスがとても良く香るマトン入りライス炒め。バスマティライスを使用してます。

¥800

Rice



Chicken biriyani with vegetable raita (basmati used)
チキンビリヤニ（ベジタブルライタ付）

シェフオリジナルのスパイスとチキンカレーソースで炊いたライス。バスマティライスを使用して
ます。

¥1400

Mutton biriyani with vegetable raita (basmati used)
マトンビリヤニ（ベジタブルライタ付）

シェフオリジナルのスパイスとマトンカレーソースで炊いたライス。バスマティライスを使用して
ます。

¥1500

Biriyani



sweets

Gulab jamun
グラブジャムン

インドの代表的なデザート。牛乳から作った丸いドーナツ状の生地をカリッと揚げてシロップ漬け
にしました。

¥400

Rasgulla
ラスグッラ

牛乳から作ったインドのシロップのデザート。茹で上がったスポンジ状の生地をシロップに漬け込
みました。

¥400

Gulab jamun and Vanilla icecream
グラブジャムン＆バニラアイス

グラブジャムンとバニラアイスのセット。

¥600

Vanilla icecream
バニラアイス

バニラのアイスクリーム。

¥500

sweets

Icecream (Alphonso Mango / Butterscotch)
アイスクリーム

マンゴー　マンゴーの王様と呼ばれるインド産アルフォンソマンゴーを贅沢に使用。
バタースコッチ　バターのまろやかさ、カラメルのほろ苦さと甘みが絶妙にマッチ。

以下の中から、お好きな味をお選び頂けます。

¥600（マンゴー / バタースコッチ）

Kulfi (Saffron and Pistachio / Milk)
クルフィ

伝統的なインドのアイスクリーム。以下の中から、お好きな味をお選び頂けます。

¥600（サフラン＆ピスタチオ / 濃厚ミルク）

サフラン＆ピスタチオ　甘さの中にサフランとピスタチオがバランス良く香る濃厚な一品。
濃厚ミルク　ゆっくりと一定の温度で熱して旨味を凝縮したミルク。濃厚でクリーミーな味わい。



drinkdrink

Lassi
スイートラッシー ¥450

Masala lassi
マサララッシー ¥500

Orange lassi
オレンジラッシー ¥450

Grapefruit lassi
グレープフルーツラッシー ¥450

Pineapple lassi
パイナップルラッシー ¥450

Mango lassi
マンゴーラッシー ¥500

Orange juice
オレンジジュース ¥350

Pineapple juice
パイナップルジュース ¥350

Grapefruit juice
グレープフルーツジュース ¥350

Mango juice
マンゴージュース ¥500

Coke
コーラ ¥350

Ginger ale (sweet or dry)
ジンジャーエール（甘口・辛口） ¥350

Oolong tea (hot or cold)
ウーロン茶（ホット・アイス） ¥350

Chai (hot or cold)
チャイ（ホット・アイス） ¥350

Masala chai (hot or cold)
マサラチャイ（ホット・アイス） ¥400

soft drink

シェフオリジナルのスパイス入りチャイ

インドのミルクティー

アロマズ特製エッセンス入りヨーグルトドリンク

フレッシュミント、コリアンダー、ブラックペッパー、クミンが入った甘くないオリジナルラッシー



Asahi draft beer
アサヒ生ビール S¥350 M¥500

Asahi Black
アサヒブラック ¥600

Asahi Super Dry
アサヒスーパードライ ¥700

Kirin Ichiban Shibori
キリン一番搾り ¥700

Corona
コロナ ¥700

Carlsberg
カールスバーグ ¥700

Hoegaarden White
ヒューガルデン・ホワイト ¥800

Hoegaarden Rose
ヒューガルデン・ロゼ ¥800

Guinness
ギネス ¥800

Stella Artois
ステラアルトワ ¥800

Dry Zero
ドライゼロ ¥600

Kirin Zero Ichi
キリンゼロイチ ¥600

beer

メキシコ・小瓶

デンマーク・小瓶

Budweiser
バドワイザー ¥700
アメリカ・小瓶

ベルギー・小瓶

ベルギー・小瓶

アイルランド・小瓶

ベルギー・小瓶

ノンアルコール

ノンアルコール

Godfather
ゴッドファーザー ¥700

Maharaja
マハラジャ ¥700

インド・小瓶

インド・小瓶

Kingfisher
キングフィッシャー (Premium)¥700 (Strong)¥750
インド・小瓶

小瓶

中瓶

中瓶



drink

McDowell's
マクドウェルズ No.1 S¥500 W¥800 Bottle¥5000

indian rum

McDowell's
マクドウェルズ No.1 S¥500 W¥800 Bottle¥5000

Rum and Coke
ラム＆コーク ¥600

Rum and Soda
ラム＆ソーダ ¥600

Rum and Jinger ale
ラム＆ジンジャーエール ¥600

Rum and Lassi
ラム＆ラッシー ¥600

Black Nikka Highball 
ブラックニッカハイボール ¥350

Jameson
ジェムソン S¥600 W¥1000 Bottle¥5500

Jack Daniel's
ジャックダニエル S¥600 W¥1000 Bottle¥5500

Chivas Regal 12yrs
シーバスリーガル12年 S¥600 W¥1100 Bottle¥5500

The Glenlivet
グレンリヴェット S¥700 W¥1200 Bottle¥6500

whiskey

世界ナンバーワンシェアを誇るアイリッシュウイスキー

スムースな口当たりのアイリッシュウイスキー

アメリカを代表するテネシーウイスキー

まろやかな口当たりの歴史あるスコッチウイスキー

[ ロック・水割・お湯割 ]
一杯プラス１００円で [ソーダ割・コーラ割・ジンジャーエール割 ]もご注文頂けます。

[ ロック・水割・お湯割 ]



Cassis
カシスベース ¥450

Gin
ジンベース ¥500

Vokka
ウォッカベース ¥500

cocktail

Glass wine
グラスワイン（赤・白） ¥400

Decanter wine
デカンタワイン（赤・白） ¥1500

Manifique
マニフィーク（赤・白） ¥2000

Takun reserve
タクン・レセルヴァ（赤・白） ¥2000

Reveilo davola
レヴェイロ・ダヴォラ（赤） ¥3000

Peacocktail
ピーコックテイル（赤・白） ¥3200

Sulaviognier
スーラ（赤・白） ¥5000

wine

（シラー・シェナンブラン）

（シラー・シェナンブラン）

フランス（カベルネソーヴィニヨン・シャルドネ）

チリ（カベルネソーヴィニヨン・シャルドネ）

Tavernello
タヴェルネッロ（赤・白） ¥2350

イタリア・オーガニックワイン（サンジョヴェーゼ・シャルドネ）

当店シェフオススメワイン



Kurokirishima (IMO)
黒霧島（芋） S¥400 W¥600 Bottle¥3000

Iichiko (MUGI)
いいちこ（麦） S¥400 W¥600 Bottle¥3000

With oolong tea
ウーロン割 ¥450

Lemon sour
レモンサワー ¥350

Aromas cassis
アロマズカシス ¥650

Aromas lychee
アロマズライチ ¥650

Aromas strawberry
アロマズストロベリー ¥650

Aromas peach
アロマズピーチ ¥650

Aromas passoa
アロマズパッソワ ¥650

Aromas mangoyan
アロマズマンゴーヤン ¥650

Aromas special
アロマズスペシャル ¥700

shochu

aromas

drink

アロマズのラッシー＆カシスリキュール

アロマズのラッシー＆ライチリキュール

アロマズのラッシー＆ストロベリーリキュール

アロマズのラッシー＆ピーチリキュール

アロマズのラッシー＆パッションフルーツリキュール

アロマズのラッシー＆マンゴーリキュール

ブラックティ＆ラム酒＆ハチミツ

シェフ出身のシェラトンホテルがルーツ。インドのラム酒とハチミツの甘さがブラックティーにマッ
チ。レモンが甘さを引き立て、飲みやすい口当たりのオリジナルカクテルです。

[ ロック・水割・お湯割 ]

With oolong tea
ウーロン割 ¥450


